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第７回ＳＦＳ全体集会開催報告

１・ 開催期日 平成２４年１０月２５日（木）　１５時集合～ 　　２６日（金）　１５時解散

２・ 会場 社会保険協会　健康保険保養所　松風荘　（村上市　瀬波温泉　）

３・ 参加者 １２名（女性４名　　残念ながら上越０）

４・ 内容 ２５日 １５：３０～　ＳＦＳ委員会全体集会・ミニ講演会　村上の歴史（佐藤英行氏）

温泉の後　夕食・懇親会～２３：３０頃就寝

２６日 ９：００出発～笹川流（名勝天然記念物）～酒屋見学（大洋酒造）

～豪華おしゃぎり（屋台山車）～昼食～堆朱～鮭文化（イオボヤ会館）

～１５：時解散

５・活動に参加して（委員長　星　栄一）

　１０月２５、２６日に上記のように第７回全体集会が盛大に終わりました。参加者は１２名でしたが、全員が昨

年も参加されたリピーターでした。このように一度参加すると、その楽しさが実感できると思います。いつも

のことながら上越地区から一人の参加も無かったことは残念です。

　会議の準備は、藤塚副委員長と杉山相談役に全面的にお願いいたしました。２６日のエクスカーション

は、杉山副委員長と佐藤幹事が準備をしてくださいました。また、佐藤英行幹事には「村上の歴史」につい

て１時間にわたって講演をいただきました。村上市内見学にも参考になりました。

　会議では、ＳＦＳの今後の活動として「皇居の清掃奉仕」と「２０１５年の山口の２３ＷＳＪ見学ツアー」を提案

いたしました。このことがＳＦＳ活動の起爆剤になればと考えて居ります。

　今回の全体集会には、終始杉山相談役ご夫妻に大変お世話になり、感謝しております。

　来年の第８回全体集会は新潟地区が担当となりますので、よろしくお願いいたします。ＳＦＳ全体集会は

ＳＦＳの最大の行事ですので、大切に継続して行きたいと思います。

　２日間の全体集会は大変実りの多い集会でした。本年担当の下越地区の方々、参加者の皆さんに感謝

いたします。来年もまたお会いしましょう。

直前までは１４名でしたが、諸事情のため２ 大洋酒造で紹介された、村上市内の割烹「千渡里」

名減の１２名。夕食後は正に談論風発、楽し で昼食。豪華海鮮丼”だあーまた丼”を楽しみました。

い時間でした。 昨夜の温泉一泊からここまで入れて１万円
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<訃報>
藤田 義夫様　　県コミッショナー　（加茂第一団）

平成２４年１０月２７日　お亡くなりになられ、１１月２・３日に通夜・葬儀が行われました。（享年６５歳）

通夜式での井上理事長の弔辞原稿を戴きました。（３頁に掲載）

更に、加茂第１団から金澤中越協議会長　三浦団委員長の弔辞原稿も戴きました。（４・５頁に掲載）

森田 由夫様　新潟地区副協議会長　　ＳＦＳ委員会役員（会計）
（新潟第九団）

平成２４年１０月２７日　お亡くなりになられ、

１０月３０・３１日に通夜・葬儀が行われました。（享年７８歳）

＜１６ＮＪ情報＞ (11月7日委員会情報）

* 参加隊２隊編成となりました。参加隊８０人（指導者８スカウト７２）に対し、

スカウト数が６８人で４人不足です。最終確定はＨ２５年１月です。追加申

　　　し込み可能です。

 *   派遣隊の交通手段が決定。

      （往路）新潟⇒空路⇒福岡　　（復路）山口⇒バス⇒大阪⇒新幹線⇒新潟

      復路に、広島原爆記念公園で数時間勉強

 *   １２月１６日（日）派遣団の説明会が大畑少年センターで開催されます。

     派遣隊のスカウト・父兄および指導者、本部要員、ＩＳＴ全員対象の説明会です。

     指導者会議　　１１：００～　　　父兄・スカウト説明会　１３：３０～

＜ＳＦＳ委員会活動情報＞
* 長岡のホコ天で入団勧誘ＰＲ

１１月４日（日）に長岡市大手通りの歩行者天国で、ボーイスカ

ウト入団勧誘のＰＲをＳＦＳ委員が行った。マーキーの半分を借

りて、県連のパネルを展示し、輪投げなどのゲームをしながら

ボーイスカウトの紹介を行った。ボーイスカウトに興味を持つ人

は少なく、それでも入隊してくれそうな人は３～４名いたかと思

われた。次回のＰＲ会には、ロープ結びの実演やＶＴＲの上

映、その他、人を呼び込む手段も必要と考えている。

小林敏勇、鈴木正、根津明子諸氏のご協力に感謝します。（文責：星）

* 新入会員紹介

矢田俊司氏　１０月に入会されました。

〒959－3432　村上市葛篭山１５２　TEL0254-66-7759　　　（下越地区　中条第１団育成会員）　

紹介を兼ねて、今号のリレー寄稿をお願いしました。

* みつき沢野営場で奉仕活動

１１月２１日みつき沢野営場で倉庫の雪囲い作

業に参加しました。県連事務局の依頼を受けた

のは、藤塚大造（新潟７）・杉山剛（中条１）の両

氏。清水修進歩委員長と土田事務局長のサ

ポート役として、コンパネと丸太をふんだんに使

い立派な雪囲いを完成させました。作業時間は

正味３時間程度で、汗をかく事も無く、気持ちの

良い空気の中での楽しい時間でした。

雪よ降れ・・
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理事長弔詞

　藤田さん、藤田義夫新潟連盟県コミッショナー

　あなたの突然の訃報に接し、私は思わず耳を疑いました。まさか、と、間違いで

あってほしいとどんなにか思ったことでしょう。しかし、間違いならばどうして今日ここ

に、こんなに多くの人が集って、悲しみ泪することでしょう。

　もう二度とあなたの元気な顔を見ることができない。もう二度とあなたのあのやさし

いことばが聞けない。もう二度とあなたのサッソウとした姿を見る事が出来ない。そう

思うと、ただただ悲しみと切なさで胸がいっぱいになります。ましてや、ご家族の皆

様方のご心中、お悲しみはいかばかりのことかと、はかりしれません。

　今、私たちはかけがえのない人の死に出会いました。人生の厳粛な事実をなんと

か引き受けながら、ここに謹んでボーイスカウト新潟連盟を代表して、哀悼の意を申

し上げます。

　思えば、あなたは昭和３７年、ボーイスカウト加茂第１団の発団と共に”ちかい”をたててボーイスカウトの道に

入られ、たちまちスカウティングに魅了され、やがて昭和４６年、スカウティング出身のリーダーとなり、ボーイ隊

隊長、カブ隊隊長を歴任され、スカウトから親しまれ敬愛される良き隊長としてスカウトの訓育、指導にあたられ

ました。

　また、リーダーの仲間たちとともに、創造的アイデアを発揮され、魅力あふれる多彩な活動プログラムを展開

され、ボーイ隊が２ヶ隊編成ということもありました。５０ｋｍハイキングという加茂第１団の伝統行事も継続して実

施されています。そうした活動の中心に、いつもあなたの姿がありました。

　蒲原地区での役務を云えば、昭和５４年事務局長に、昭和５７年地区コミッショナーにつかれました。

　新潟県連に於いても昭和５７年、最年少の副コミッショナーとなられ、以来２４年間歴代の県コミッショナーを

良く補佐されて、平成１９年県連盟コミッショナーに就任。新潟県下のスカウト運動の教育、指導面での先頭に

立たれ、持ち前の指導力を如何なく発揮され、大変なご尽力をいただきました。そうした功績に対して、先に

ボーイスカウト日本連盟表彰”かっこう章””たか章”を授章されました。

　また、あなたは、ジャンボリー、キャンポリーといった大きなキャンプ大会では決まって、野営管理といった部

門でお働きいただきました。スカウトたちのキャンプ生活が安全に、快適に、楽しく過ごせるようにと、トイレの管

理、シャワーや排水のこと、ゴミ処理のこと・・・等々と蔭で支える仕事です。そうしたことをあなたは嫌な顔ひと

つせず、いつも明るい笑顔で黙々と務めて下さっていました。

　決して派手なふるまいをせず、自ら表に出ることなく、縁の下の力持ちと云うか、地味な部署でその仕事を着

実に、確実にそして誠実に遂行されていました。私はそこに、タフでやさしい男の姿を見ました。

　そしてまた、地元・地域社会に於いても積極的に関わりをもたれ、その務めを果たされ、お勤め先でもその職

務に責任をもち、真摯に取り組んでおられたことを知っています。

　良きシティズンシップを養成すること、社会に貢献できる良き社会人を養成する、これがスカウト教育の理念、

目的です。あなたは、正にそのことの確かさを生涯を通じて具現してこられました。

　今年は、加茂第１団発団５０周年に当たります。７月２２日の５０周年記念式典に、あなたの姿が見えず寂しい

思いをしましたが、後進のリーダーたちが力を合わせ素敵な式典を挙行されました。テーマは”To Next Step

・道を拓こう”です。加茂第１団は必ずや、あなたの意志を引き継いで、さらなる道を拓いていきます。

　新潟連盟に於いても、県コミッショナーとしてあなたがご教示下さったことを心に刻み、進むべき方向を誤て

ることなく前進していくことを決意します。

　あなたは、６４年の人生の最後の最後に、私たちに本当に大切なことを教えてくださいました。”いのち”のこ

とです。たった１回の人生、誰に替わってもらうことも、替わってやることも出来ない、そして残念なことですが限

りのある”いのち”を私たちは今、生きているのだ、ということです。あなたが今生の最後のことばでなく正に身を

もって教えて下さった”いのち”の尊さ、人生の無常なることをあらためて確認し、たった１回限りの人生のなか

で私が選び取ったこの道をあなたと共に歩みつづけて行きます。

　スカウトの道に生涯を貢じられた、その生きる姿勢に、ただただ頭を下れるばかりです。

本当にお世話になりました。

ありがとうございました。 ２０１２（平成２４）年１１月１日

ご苦労様でした。 日本ボーイスカウト新潟連盟

理事長　　井上　法英
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当団指導者　故藤田義夫君の早世を悼んで

　１１月１日の通夜式及び２日の告別式にご会葬くだされた友団の各位に心から感謝申し上げます。遠路、ま

たお疲れのところ本当に多くの方々からご会葬いただきました。また、当連盟を初め全国の各連盟からご弔

電を頂戴いたしました。彼の生涯にふさわしい最後であったと思っております。

　彼は、６月に黄疸が出て新潟大学病院で検査入院の結果、胆管癌であり、肝臓や肺にも転移が見られる

と診断されました。それについて入院しての抗ガン剤服用など癌治療の方法など幾つかの治療の説明を受

けた結果、自宅で愛妻と静かに生活することを選び、看護師である奥様の介護で、自宅で１０月２７日に静か

に生涯を終えました。

　葬儀は藤田家・加茂第一団合同葬と形式を藤田家及びお寺様にお願いし了解をいただきました。式場に

は隊旗を飾り、読経の後、弔辞や葬送歌を捧げました。彼との惜別の思いはどのような葬儀にしても満たせ

るものではなく、出棺の際は「永遠のスカウト」の声に涙が止まりませんでした。

　当団にとっては、思い掛けないことでしたが、彼への当団委員長の弔辞を載せて、彼の彼岸への旅立ちを

偲びたいと思います。

加茂第一団　金澤理久夫

団委員長弔辞

　日本ボーイスカウト加茂第一団を代表して、当団の指導者、事務局長・藤田義夫さんに謹んでご慰労と感

謝の言葉を申し述べます。

　藤田さん、貴方のあまりにも早い旅立ちに、スカウトたちも指導者も悲しみに暮れております。貴方が生涯

を掛けて取り組んできたスカウト活動と加茂第一団への貢献は、言葉に表すことができないほど大きなもの

であります。

　貴方は、昭和３７年の加茂第一団発足と共に、その第１期生として入団されました。中学生・高校生時代

は、スカウト活動に熱中し、当団の優秀スカウトとして活躍なされました。高校卒業後は、指導者の道を歩ま

れました。この間に、貴方の指導を受け、貴方を慕って育ったスカウトの数は、数百人に及んでおります。

　また、指導者としてスカウトを訓育する傍ら、団の事務局長として事業計画の策定やその遂行に全力を尽

くされ、時には団委員会や指導者の連絡調整にも当たられるなど、団運営の中核を担って下さいました。更

には、スカウトや指導者の溜まり場となるスカウトセンターに持ち家を提供され、物心両面で加茂第一団を支

えてこられました。

　今年、加茂第一団は発足５０周年を迎えましたが、この５０年は、藤田さん、貴方の功績といっても過言で

はありません。ありがとうございました。心から感謝を申し上げます。

　貴方が歩いてきた道「ちかいとおきて」の道を、残された私たち団委員、指導者、スカウトたちが、引き継ぐ

ことをここにお誓い申し上げます。

　藤田さん、今はもう何のご心配無く、ゆっくりとお休みください。

　今日は、藤田さんの遺徳を偲び、皆で「そなえよつねに」を歌いお別れしたいと思います。藤田さん、安ら

かにお休みください。

平成２４年１１月１日

加茂第一団　団委員長　三浦伸一
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団創立６０周年を迎えて

新潟第５団      大野　嘉彦

 ボーイスカウト新潟第５団の前身は大正１２年に創始された礎少年団である。第二次世界大戦後、ボー

イスカウト日本連盟がスカウト活動再建の運動を開始したのは昭和２３年だった。当時新潟市と礎校区の

青年活動の代表であった鹿野重に、スカウト活動協力の要請があったのは、昭和２６年の秋であった。しか

もその協力要請は、新潟市や礎小学校区の役員からではなく、３年間ボーイスカウト設立の準備を続けて

いた「礎準備隊」の１２名の少年たちであった。

 少年たちは、鹿野重に「お願いがあります。指導者講習会があるので行ってください。そうでないと我々

が駄目になりますから」といって講習会の参加案内を差し出して『ここに参加してください。今この場で参加

の返事を頂きたいのです』と申込用紙に署名捺印をせまり、なんとしても隊長を引き受けてもらいたいと懇

願したのである。

 鹿野重は、当時礎小学校校長重野幸と礎公民館館長である鹿野愈に相談した。両者の答えは簡明で

あった。重野校長は「個人でなく､『礎』の事業としての合意ができるのならやろう。」父親でもある鹿野公民

館長は「いい加減の気持ちだったらやるな。一生を捧げる覚悟があるならやれ。」との答えであった。

 こうして新潟第５隊は、校区と学校の協力のもと、準備隊員１２名、新隊員２７名で、昭和２７年１月１５日に

礎小学校木造校舎２階で発隊したのである。　　

 初代団委員長には重野幸校長、初代少年隊隊長には鹿野重が就任した。爾来新潟第５団の団委員長

は、礎小学校校長が就任し、平成１０年４月礎小学校が新潟小学校に統合した後は、新潟小学校校長が

団委員長に就任している。

 ６０年の歴史の中では、災害も体験した。昭和３０年の新潟大火や昭和３９年の新潟地震では隊員・指導

者も多数罹災した。

 スカウト派遣では、昭和３０年富士特別訓練として始まった年長隊富士野営や、日本ジャンボリーでは第

１回から第１５回まで毎回参加をしている。また世界ジャンボリーでも昭和３４年フィリピンで開催された第

1０回大会に初めて海外にスカウトを派遣して以来、世界ジャンボリーや各種キャンポリー等にのべ５５名を

派遣した。

 昭和３３年ドラム・シンバルによる鼓隊を編成し、昭和３６年には金管楽器を加えパレードバンドを編成し

た。パレードバンドフェスティバルや新潟まつりに参加し、５ＮＪや１３ＷＪのファンファーレ隊も担当したが、

昭和４７年スカウティングに専念するために解散した。
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　昭和４５年スカウティングの理想を追求するために分封創設した新潟第６団はその役目を終え、昭和５０

年カブ隊発隊と同時にその精神を新生新潟第５団に託し休団とした。平成３年ビーバー隊を発隊し、再び

完全団を構築することとなった

  創立３０周年記念事業では「みつきさわ記念野営場」の開設、創立３５周年記念事業では「キャンプワー

デンスロッジ」の建設、創立45周年記念事業では「Ｂ-Ｐハット」の建設をしてきた。

 　そして今回の創立６０周年記念事業は、

１．野営場の整備、

２．記念野営の実施、

３．備品整備、

４．記念式典・記念祝賀会の開催、この４つを柱に準備を進めてきた。

  「野営場の整備」では、大雪による屋根の破損のため、キャンプワーデンスロッジの屋根を葺き替えた。

スローガンボードは切文字が風化したため改修をした。またキャビン及びＢ-Ｐハットの屋根の塗装は来年

春に実施予定である。

  「記念野営の実施」では、８月に五日町天池教育キャンプ場でＢＶ､ＣＳ､ＢＳ､ＶＳ､ＯＢが参加する団キャ

ンプを開催した。

  「備品整備」では、ボーイ隊の隊旗及びボーイ隊用テント３張を更新した。

  「記念式典・記念祝賀会の開催」では、１０月８日に創立６０周年記念式典を新潟市生涯学習センター(ク

ロスパルにいがた)で開催し、記念祝賀会を新潟グランドホテルで開催した。

  来賓、スカウト、保護者、ＯＢ、礎コミュニティ協議会総勢８０余名が参席した記念式典では、本年４月に

新潟市立新潟小学校長に着任した高橋雄一校長の第１

５代団委員長の推戴式に始まり、井上法英新潟連盟理

事長、齋藤真憲新潟地区協議会長、矢島巖神奈川連盟

参与、国馬善郎福島連盟副理事長よりご祝辞を頂戴し

た。６０周年実行委員会会長より贈呈された、新しい隊旗

の元でスカウトが「ちかいの式」をおこない、晴れてボー

イスカウトの一員となった。そして５団スカウトたちによる

「創立６０周年アピール」を採択した。
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　引き続き来賓、ＯＢ、保護者、礎コミ協総勢６３名の参席した記念祝賀会では、井上法英理事長よりご祝

辞を頂戴し、南雲重孝新潟地区委員長、矢島巖氏、インディアン姿のナショナルホースこと国馬善郎氏よ

り新潟５団とのエピソードを披露していただいた。また記念式典及び祝賀会に新潟地区、中越地区の指導

者の方々から多数お越しいただき誠にありがとうございました。御礼申しあげます。

　重野幸初代団委員長は、礎小学校長を１７年間も勤められ、団委員長職も１４年間務めていただいた。

創立１０周年の時に寄附していただいた鐘「Boy's Bell」に刻まれた団訓は、時にふれ、折にふれ、嫋々た

る 余韻となって、今もスカウトたちの心に生きている。「自発活動こそが、ぼくたちの生命である」･･･と

  『この団は、少年たちの願いによって創られた団である』



(８) 第２８号

Touring in USA
中条第一団育成会員　　矢田俊司

　　（元ＢＳ隊長）

　リレー寄稿

　この歳になって大型二輪の免許証を取得し（当時５７歳）、１６００ＣＣの大型バイクを購入し、

路上に乗り出そうとは想像すらしなかった。趣味は多彩（各種スポーツ、キャンプを中心としたアウトドア活動、

釣、カメラetc.)である。そして、ここに道楽の極みとも思われるツーリングが加わった。

　購入したいバイクの条件は”Ｖツイン・水冷エンジン・シャフトドライブ・１０００ＣＣ以上”の要件を満たす規格で

あることとし、現物のバイクを確認もしないで注文した。結果としては車種はＫＡＷＡＳＡＫＩのＮＯＭＡＤ（北米仕

様の逆輸入車）に決まった。

　後日、ディーラーのショウルームに納入された現物を見て驚いた。長さ２ｍ６０ｃｍ、重量４００ｋｇの図体はショウ

ルームを小さく見せていた。後日、自宅に納車されたバイクに乗りなれるために近所の広い農道で練習を開始し

たが、なんとガス欠によるエンストをおこしてしまった。スタンドまで押していくつもりでいたが、体力が続かず１００

ｍを押しただけでダウン。その後はスタンドまでガソリンを買いに行く羽目になってしまった。

　苦いバイクデビューであった。

　バイク人生は始まったばかりである。北海道も九州もまだ走っていない！にもかかわらず”ルート６６”をツーリン

グする企画が目に飛び込んできた。バイク初心者ではあったが、迷うことなく参加することにした。アメリカは８カ

国目の外国である。

　"ルート６６”について詳細な情報を得るべくガイドブックなど購入して調べたが詳しい情報は少なかった。「マ

ザーロード」「アメリカのメインストリート」等の愛称で親しまれている道路で、シカゴとロスアンゼルスを結ぶ。1926

年に開通しアメリカの南西部の発展に大いに貢献し、1937年には約4000ｋｍの全線が舗装された。1985年、イ

ンターステイトハイウエイ40号線の開通によって廃線になったが、一部は州道や一般道として今も残っている。

　山岳地帯の曲がりくねった、そして砂漠地帯の”ルート６６”を走ったかと思えば、インターステイトハイウエイ40

号線を走る。旧道と最新のハイウエイのギャップが何とも言えない。また、ハイウエイと原野・砂漠の境目や段差

がなく、アメリカのニュースで見られるようなパトカーがハイウエイを通り越して、犯罪者を追跡する状況が想像で

きる。更に、片側４車線の広いハイウエイはどこまでも直線であり、遠くになるにつれて狭まり、地平線で点にな

る。空気が乾燥し、澄んでいるから何十キロ先まで見えるのである。日本にハーレーダビィッドソンのバイクは多く

輸入されているが、アメリカの道路を走ってこそ見栄えのするバイクであると思えてならない。

　また、道路の端に Ｐｏｓｔ　Ｂｏｘ がところどころにあるが、そのまわりに家は見当たらない。遠くを見渡すとはるか

かなたに家を確認できる。これがアメリカの広さだと実感できる。入手できた地図上に”○○Ｔｏｗｎ”と記入されて

いるが近くに行ってもそれらしき家並みが見られない。聞けば、１、２軒の家があっても”Ｔｏｗｎ”なのだそうだ？？

市街のT字路で赤信号の時でも、右折は左側から車両の来ないことを確認して走行可能である。何と合理的か。

　ツーリングしたコースはロスアンゼルスをスタートし、アリゾナ州のキングマン、フーバーダム、ラスベガスを経由

し、ロスアンゼルスに戻る約1,600ｋｍの道程である。



第２８号 （９）

　ロスを早朝にスタートし、ロッキー山脈に向かって走るのであるが、標高が高くなるにつれて温度が下がる。

”４０Ｆ”等と表示されている。標高は”Ｈ　4000”等と表示されている。それぞれ気温4.4℃、標高1,220Ｍで

ある。距離は当然マイル表示である。

　バイク購入の話をだしたとき、何で今さらバイク等に乗りたいのかと家族からは非難ゴーゴーであった。

　暑い時は全身に大汗をかき、ヘルメットの中は蒸れ、寒い時は手足がかじかんで体はふるえ、雨具を着て

いても風雨にさらされ、なんでこんなのが楽しいのだ！とまわりでも言う。乾いた空気の中、湿った空気の中、

塩の匂いのする海岸沿い、草いきれでむっとする様な草原のなか、風雨にさらされながら走る。自然と一体

になれる瞬間である。これが素晴らしいのだ。

　今後は、北海道、九州のツーリングは言うに及ばず、アメリカの第2弾のグランドキャニオン周りを一週間程

度でツーリングすることを考えている。

　アウトバーンをＢＭＷのバイクで走りたいなどと言い出したら・・・・・・。家族の反対はいかに。

矢田俊司氏は、昭和52年10月北蒲原第６団（現中条第一団）発団当初からの指導者です。

BＳ隊長６期、ＳＳ隊長５期、タイ出向のため４年間離れた後、ＢＳ副長として９期活動されました。

現在は育成会員として協力いただいています。　　　　　　　　　　　　　　　紹介　杉山（中条１）



（10） 第２８号

１６ＮＪで取り組み県連プロジェクトは、

テーマ：『ときプロジェクト』　目的：朱鷺の野生復帰から学ぶ『食・農・環境』

参加隊のみの活動ではなく、県下全団に朱鷺の折り紙を作っていただき、千羽朱鷺を作成します。それを１６ＮＪからの帰路、広島平和

記念公園に納める計画です。（１２月中にお願い文書をお届けします。１～３月の活動に組み入れをお願いします。）

各団での活動の際の資料になればと、静間団委員長に、とき情報の提供をお願いしました。

とき関連最新情報（Ⅱ）
佐渡第２団　団委員長　静間和憲

　先に２６号で「トキ情報」として6次放鳥までの生存状況などをお知らせいたしましたが、７次放鳥（９月２８

日）以降の状況や、支援グループについて述べたいと思います。

　この度の放鳥用トキは、野生復帰ステーション順化ケージにおいて６月２０日から約３ヶ月間、放鳥にそな

えて訓練を行ってきました。自然界における飛翔力をはじめ、採餌や天敵からの逃れ方などの適応能力を

養成したものだと言われています。加えて群れにおけるトキたちの「社会性」をも身につけさせたとは驚き

です。順化ケージの広さは縦５０ｍ横８０ｍの４,０００㎡、高さは１５ｍあり訓練に必要な飛翔空間は十分確保

されています。ケージ内には棚田を模した池や、草や樹木などが移植してあり、周辺の自然に近い環境が

再現されています。

　今回の７次放鳥では。雄３羽・雌１４羽の計１７羽が９月２８日から４日間かけて佐渡の空へ飛び立ちまし

た。雌雄の数が著しく異なるのは、繁殖時の効率を考えた結果だそうです。ご案内のように２次放鳥以降

は、ソフトリリースと言われるケージのネットを開けときたちに余計な刺激を与えない放鳥の仕方で行ってい

ます。また、今年孵化した８羽のヒナは、現在では親鳥と見分けがつかない程に成長しています。ただ、自

然界での孵化であるため、未だ雌雄の判別はなされていないそうです。

　ところで放鳥されたトキたちの現時点での個体数については次のようになっています。１次～６次までの

放鳥数は９１羽。自然の中での孵化数が８羽。この度の７次放鳥数が１７羽。そのうち島外へ渡ったかある

いは行方が不明なものが３羽、死亡した数は３１羽で１１月２０日現在佐渡の自然界に生存している個体数

は８２羽であると考えられます。（８２／１１６＝７０％）

　次にトキ保護に関わる支援団体について紹介します。２６号では島内にある６つの支援団体の活動の概

要をお知らせしましたが、ここでは「トキモニタリングチーム」（会長：佐渡市青木　土屋　正起　氏）につい

て述べたいと思います。この団体は、個々の会員たちがトキの行動を観察し、その結果を連絡し合いなが

ら情報を共有しています。得られた目撃情報などにより可能な限り現場に急行し、観察結果を直ちに保護

センターに通報したりしています。特に自然で孵化したヒナたちは、どんな行動をとるか不明な点が多く、

見守り続けていく必要があるとのことです。そして観察することによって、トキたちから教えて貰うことも多くあ

り、それを感じとっていきたいとのことでした。こ

のような活動によって、トキ保護に少しでも寄与

できることを目指しています。

　最後になりますが、保護センターでは、鳥イ

ンフルエンザにも配慮や工夫がなされ、分散飼

育などが進められています。つい先日も多摩

動物公園の方へ２羽が送られ、隔離飼育がな

されています。詳細は機会を見てお知らせい

たしたいと思います。

　　柿の木に止まる幼鳥 　　環境庁提供


